
秋山晃一議員 

第１標題「国民健康保険制度について」 

１回目の質問 

 日本共産党の秋山晃一です。９月定例会において、「国民健康保険制度」、「介護保険

制度」、「住宅リフォーム助成制度」の３点について質問します。 

 まず、第１標題として、国民健康保険制度についてお聞きします。 

 国民健康保険制度をとりまく情勢として、加入者である市民の生活状況と地方自治

体の課題について、市長の認識はいかがでしょうか。国民の所得が全体として低下す

るなかで貧困が広がり、「子どもの貧困」「ワーキングプア」などが社会問題となって

います。格差と貧困の拡大に対して、どのように立ち向かい対応していくのか、地方

自治体であっても、格差と貧困解消の努力が必要ではないでしょうか。 

 国保加入者は、自らすすんで国保に加入したわけではなく、国保税が高いからと言っ

て、他の保険制度に移ることができるものでもありません。滞納すると保険証をとり

あげられる。さらに、財産を差押えられる。実に厳しい制度です。国民健康保険制度

は市民のくらしを守るとりくみとして、市長の政治姿勢が問われる課題になっていま

す。格差と貧困が広がり、市民の生活は厳しさを増していて、自治体としても低所得

者対策が求められると考えます。 

 近年の国民健康保険は、納税者に非正規労働者や年金生活者など低所得者の割合が

多くなり、加入者１世帯当たりの平均所得は「協会けんぽ」と比較すれば 100 万円程

度少ないのが実情です。その一方で、国民健康保険は他の健康保険制度と比べて保険

料負担率が高く、他の健康保険制度並みの保険料負担率にしていくことも地方自治体

の課題であり、市民の間の公平を保つということになります。 

 28年度決算案によれば、国民健康保険の 28年度収支は 4,000万円余りの黒字です。

国から財政調整交付金は前年度より 7,400 万円ほど増えています。この 4,000 万円の

黒字はその増額分の一部だとも考えられます。国からの保険者支援金は国保税の納税

に苦難する低所得の市民に対して、納税を少しでも軽減するために国が行った措置で

す。それに対して、市は減額措置の対象となる所得を拡大することにより低所得者を

支援していき、その措置により減収となった税収部分に、国からの支援分はあてると

説明されていました、しかし 4,000 万円余りの黒字となったことは、国からの支援分

をすべて軽減の拡大に充てたのでしょうか。国民健康保険会計の実質収支の赤字が続



き、国保税の増税を数年前に行いました。その結果、財政調整交付金も必要がない実

質収支の黒字が続き、さらに国からの調整交付金が増額されました。4,000 万円余り

の黒字を財源として 8,000 世帯の税額を平均して引き下げるとしたら、約 5,000 円引

き下げられることになります。あるいは軽減の対象となる所得をさらに拡大して、現

在７割軽減と合わせて全加入世帯の 54%となっている軽減対象世帯をさらに拡大する

ことなどが考えられます。国保会計が黒字の時に税の軽減のとりくみを拡大し、格差

と貧困解消の地方自治体の一つの取組みとすべきだと考えますがいかがでしょうか。 

 次に、来年度からの国保運営者の変更にともない「財政安定化基金」が設置されま

す。これにより、国民健康保険財政調整基金はある程度の金額しか必要がなく、この

必要がなくなった基金も国保税軽減の財源として活用できると考えられますがいかが

でしょうか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 秋山晃一議員の国民健康保険制度についての御質問にお答えいたします。 

 国民健康保険制度につきましては、低所得者を多く抱えるなど構造的な課題を抱え

ており、取り巻く環境も非常に厳しく、これまでにも全国市長会などあらゆる機会を

通じて、国の財政支援の拡充や更なる財政基盤の強化を図るよう強く要望してきたと

ころであります。 

 まず、国からの支援分についてでありますが、この支援は低所得者層への負担軽減

を目的とした国保税減収分に対する保険者への財政支援であり、低所得者が多いこと

による国保税の不足分として補填しているものであります。この支援制度につきまし

ては、更なる財政基盤の強化を図るため、平成 27 年度から国において公費の拡大投入

をしたことにより、国保税の引上げが抑制されているものと認識しております。 

 次に、国保税軽減の取組みの拡大についてでありますが、現在、低所得者世帯の負

担軽減措置につきましては、国の制度として課税段階において所得に応じ、７割、５

割、２割の軽減措置をとっております。また、納税が困難であると認められる方など

につきましては減免制度で対応しておりますので、市独自としての新たな減免、減額

制度の拡大につきましては考えておりません。 

 次に、財政調整基金を国保税軽減の財源として活用することについてでありますが、



山梨県が設置する「財政安定化基金」につきましては、来年度以降、財政運営の責任

主体となる県が整備するものであり、その目的は県に納める納付金財源が不足する市

町村へ貸付けなどを行うことであることから、市町村が保有する財政調整基金とは関

連するものではありません。また、市町村が保有する財政調整基金は、市町村が県へ

納める納付金の激変緩和や医療費の適正化に向けた保健推進事業等、国保財源の健全

運用のために活用すべきものであると考えております。したがいまして、財政調整基

金を国保税軽減の財源として活用することは考えておりません。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 ２回目の質問を行います。 

 国民健康保険は低所得者を多く抱え、構造的な課題があること、財政基盤の強化に

は国による財政支援が必要、との認識を示していただきました。 

 国保は助け合いの制度とよく言われますが、はたしてそうでしょうか。国民健康保

険法には費用負担の在り方が規定されていて、国の定率負担や調整交付金、都道府県

調整交付金や市町村繰入金、国の補助、都道府県や市町村の補助および貸付などとさ

れています。国保は公費負担を原則とする制度であり、保険料が原則の制度ではあり

ません。その意味からも、国及び県にしっかりと財政的支援を訴えていただきたいと

考えます。 

 また、国からの財政支援分については、国保税の引き上げが抑制されているという

認識ですが、市長の答弁にあるように、国の制度として、所得に応じて７割、５割、

２割の軽減措置があります。その所得の対象をこの２年間広げてきたのではありませ

んか。つまり、新たに軽減となった納税者もいることですし、納税の負担軽減にもなっ

たという認識は持たれていませんか、いかがでしようか。 

 他の医療保険制度の加入対象者や一部の外国人等を除いて、国保法は住所地の市町

村国保への加入を義務付けています。そのため、国保は医療保険制度の「最後の砦」

であり、国民皆保険制度の土台としての役割をはたしています。社会保険加入者との

公平をたもつという理由を持ち出して「住民の税金を一部の人だけに使えない」とい

う考えがありますが、国保は福祉的要素を持つ制度として、一番は国に責任があると

しても、地方自治法の趣旨からも自治体としてこの制度を支える義務があります。 



 富士吉田市の国民健康保険会計は実質の収支で赤字が続いてきました。その時は「一

般会計からの法定外の繰り入れは行わない」、という考えに基づき、財政調整基金があ

りましたから、基金から繰り入れをすることによって赤字を解消してきました。いよ

いよ基金がなくなった時に、市が行なったのは国保税の大幅な増税でした。翌年度か

ら、さまざまな要因がありますが、実質収支の黒字が続いています。黒字が大きくなっ

た時に低所得者対策に取組み、先に提起した地方自治体としても格差と貧困の解消の

ために取組むべきです。払える保険料、いつでも受けられる医療という国保制度に近

づけていくべきだと考えますが、市長の見解はいかがでしょうか。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、納税者の負担軽減についてでありますが、国の法改正により国保税の軽減判

定所得については、ここ数年続けて見直したところであります。この改正により負担

軽減の対象者の範囲も拡大し、低所得者層への負担軽減に繋がったことは、制度の趣

旨として当然のことと認識しております。 

 次に、低所得者対策の取組みについてでありますが、どのような状況であっても、

現段階において市独自の新たな減免、減額制度の拡大については考えておりません。 

 また、先ほど答弁申し上げましたとおり、財政調整基金につきましては、県へ納め

る納付金の激変緩和や医療費の適正化に向けた保健推進事業等、国保財源の健全運用

のために活用すべきものであると考えております。 

 いずれにいたしましても、国民健康保険制度は、市民の皆様の健康を守る上で重要

な施策であり、将来に向けた持続可能な制度として安定的な運用をすべきものと認識

しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 ３回目の質問を行います。 

 持続可能な制度として安定的な運用をすべきという答弁がありました。それは、払

える保険料、いつでも受けられる医療という内容があってこその保険制度です。国民



健康保険法第４条には「国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めな

ければならない」とあります。新制度では財政運営責任は県が負うこととされていま

すので、県も事業の健全運営に努める責任があると考えられます。国及び県に国民健

康保険制度への支援を強く求め、払える保険料、保険証１枚で「いつでも、どこでも、

誰でも必要な医療が受けられる」ことを市としては、考えていくべきではないかと考

えますがいかがでしょうか。この点を再度お聞きして、３回目の質問を終わります。 

 

３回目の市長答弁 

 秋山議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 国民健康保険制度への支援についてでありますが、先ほど答弁申し上げましたとお

り、国民健康保険制度は、市民の皆様の健康を守る上で重要な施策でありますので、

引き続き、国及び県へ財政支援の拡充等を強く要望して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「介護保険制度について」 

１回目の質問 

 第２標題、介護保険制度について質問します。 

 ５月 26 日、参議院本会議において「改正」介護保険法が可決しました。いま国は介

護保険制度を「制度の持続可能性の確保」として利用料３割化や訪問介護のうち生活

援助に特化した担い手を別に養成し、その対価となる介護報酬を低く設定すること。

また、「地域包括ケアシステムの確立」として、本人と家族の自己責任としての「自助」、

あるいはボランティアの活用や、住民同士の助け合いの「互助」を推奨し、公的な責

任を少なくしようとする動きをすすめています。 

 私は「軽度」サービスの地域支援事業への移行について、市がどのような考えです

すめていくのか２年前に質問しました。その時に「介護給付から地域支援事業へ移行

しても、これまでと同様にサービスが受けられるように準備を進めている」と答弁が

ありました。そこで２年が過ぎた現在の実際の状況は、どのように事業が行われてい

るのかお聞きします。通所介護と訪問介護のサービスが介護保険の時と同様に受けら

れているのか、サービスを実施する事業所に対する介護報酬はどうかなど具体的な答

弁を求めます。 



 先日の新聞報道に「軽度介護に市町村苦慮」の見出しのもとに要支援１、２の人を

対象とした介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の運営が困難だとい

う記事がありました。そして、その苦労している理由としては「新たな担い手の確保

が難しい」というのが最も多いとありました。「新たな担い手」とは、新しい事業者と

も、介護の専門職ではないボランティアなどの担い手とも受け取れます。富士吉田市

の総合事業の運営に苦労している点はどこにありますか。それは２年前の答弁の時に

は想定できなかったことによるものでしょうか。次に総合事業の中に基準緩和サービ

スというのがあります。これはいわゆる専門職でなくても簡単な研修を受けた人が介

護にあたることができるが、介護報酬は低くなるというものです。そこでお聞きしま

す。基準緩和サービスに対しては、どのような考えで事業を展開されているのでしょ

うか。 

 認知症の初期段階での専門職のかかわりの重要性・必要性を軽視した現在の政策は

介護度の重症化をすすめます。介護サービスの縮小で家族の介護負担を増やすことに

なれば、「介護離職ゼロ」にも反することになります。この点に関しての市長の見解を

求めます。また、第６期介護保険事業がもうすぐ終了して、来年には計画の見直しの

時期となります。特に施設介護と在宅介護を希望される方の希望に沿う施策はどこま

で実現できているでしょうか。施設の状況、在宅介護にあたっての支援の状況につい

て答弁を求めます。 

以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 

 介護保険制度についての御質問にお答えいたします。 

 まず、「軽度」サービスの地域支援事業への移行についてでありますが、本市におけ

る要支援１、２の方が利用する通所介護及び訪問介護につきましては、地域支援事業

移行後においても、従前と同様のサービスを提供しており、介護報酬についても、サー

ビスの質を確保する観点から、内容に変更はございません。 

 次に、総合事業の運営についてでありますが、総合事業は、高齢者等の「介護予防」

や「生きがいづくりの場」を、これまでの事業所主体のサービス提供に加え、住民主

体の取組みにより実施するものであります。こうしたことから、法改正以前から事業

の主体となるボランティアの育成等に努めておりますが、その担い手の確保に苦慮し



ているところでもあります。 

 次に、総合事業における基準緩和サービスについてでありますが、現在のところ、

本市といたしましては、基準を緩和したサービスの提供については考えておりません。 

 次に、認知症の初期段階における専門職の関わりについてでありますが、現在、オ

レンジプランにおきまして、認知症サポーターの養成をはじめ、見守りの強化、認知

症予防講座、認知症カフェなどへの支援に努めております。 

 さらに、認知症の早期発見・早期対応に向け、認知症に係る専門的な知識や技能を

有する支援チームを立ち上げるための検討も進めております。これらの支援をするこ

とが、介護をしている家族の負担を早期に軽減するものであり、介護離職者を出さな

い方策に繋がるものと考えております。 

 次に、第６期介護保健事業計画における施策の進捗状況についてでありますが、第

６期においては、介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で適切な介護サービス

が受けられるよう、居宅、地域密着型、施設・居住系など、バランスのよい介護サー

ビス基盤整備を行って参りました。特に施設整備につきましては、自宅での生活を望

む高齢者が多いことから通いや泊まりを組み合わせたサービスを提供し、自宅での生

活が継続できるよう地域密着型の整備を強力に進めたところであります。こうしたこ

とから、介護を必要とする方の要望に寄り添った施策としての成果を挙げているもの

と認識しております。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 地域支援事業移行後も同様のサービスを提供し、介護報酬についても変更がないと

いう答弁がありました。さまざまな困難が予測されますが、事業のそのままでの継続

を望みます。そこで次のことをお聞きします。２つのサービスについて、利用料等の

関係で介護保険制度の時と比較した場合、サービスを受けられる回数などが減ってい

るということはありませんか。利用者にとって以前と同じ質だけではなく、同じ量の

サービスが受けられるようになっているかどうか。その点について答弁を求めます。 

 国家資格である介護福祉士や研究者などによって介護の専門性が高められてきまし

た。介護職に対する社会的評価を下げることにつながり、利用者への介護保障を大き

く後退させ、サービスの質はもちろん、生活や健康、生命を守ることにも不安定さが



増すばかりの介護の専門性の切り下げは絶対に行うべきではありません。基準を緩和

したサービスの提供については考えておられないとのことでした。引き続き、この考

えのもとに事業を行っていくべきです。 

 認知症の初期段階について２つの内容を答弁していただきました。そこで確認させ

ていただきます。認知症の初期段階において専門職の存在、かかわりが重要との認識

だと受け止めてよろしいでしようか。答弁を求めます。 

 第６期介護保険事業計画の進捗について、施設整備については、自宅での生活を望

む高齢者が多く、通いや泊まりを組み合わせたサービスを提供し、自宅での生活が継

続できるよう地域密着型の整備を強力に進めたと答弁されています。自宅での生活が

継続できるためには、医療、介護のケアといった面から様々な支援が必要とされると

考えますが、そちらの整備はどのように考えているのでしょうか。また、現在も今後

も利用料との関係で万全の介護を受けられないといったケースが出てくると考えます

が、どのように対策をたてられるつもりでしょうか。答弁を求めます。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、地域支援事業移行後のサービスの提供についてでありますが、要支援１、２

の方が利用する通所介護及び訪問介護につきましては、サービスを受けられる回数、

量ともに変更はございません。 

 次に、認知症の初期段階における専門職の関わりについてでありますが、秋山議員

御発言のとおり、認知症は早期に発見し対応することが症状悪化の防止に繋がること

から、初期段階における専門職の関わりは非常に重要であると認識しております。 

 次に、自宅での生活を望む高齢者への必要な支援についてでありますが、既に医療

や介護の現場ではそれぞれが連携しつつ、高齢者に対する支援の充実を図っていると

ころであります。 

 また、「小規模多機能型居宅介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」等の事

業も本年度末までには整備されます。今後におきましては、高齢者が住み慣れた地域

でいつまでも生活を送れるよう、医療と介護の連携強化を図るための方策を検討して

参ります。 



 次に、利用料等の関係で万全の介護を受けられないケースへの対応についてであり

ますが、現在も地域包括支援センターにおいて、様々な相談業務に対応する中、利用

者の所得や生活状況等を把握した上でケアプランを作成し、サービスを提供しており

ます。今後におきましても、高齢者の生活の質が落ちないよう様々なサービスに繋げ

るとともに、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度や社会福祉法人等に

よる低所得者対策事業等、利用料軽減制度の更なる周知を図って参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第３標題「住宅リフォーム助成制度について」 

１回目の質問 

 第３標題として、住宅リフォーム助成制度についてお聞きします。この制度の創設

については、昨年９月議会で市長の考えをお聞きしたところですが、その際、市長は

「個人資産に公費を投入することは慎重に、という考えは変わっていない」としつつ

も、住宅の機能向上や長寿命化実現に関して「他市の状況を調査しているところ、調

査結果をふまえ、市の財政状況や経済波及効果、事業内容等を考慮しながら検討する」

と答弁されています。その後、この市長の答弁に励まされた市民、および市内の建築

業者から、この制度の創設を求める声が高まり、市民から多くの署名も集まりました。

今年５月には、その署名を添えて市長への申し入れが行われ、市長をはじめ、担当す

る市幹部職員のみなさんに直接市民の声を聞いていただきました。この１年間に市民

の中からは、「ぜひとも、この制度をつくっていただきたい」という声が高まるという、

こういう変化が起こりました。しかし、行政側からは何の発信もありません。前回、

住宅リフォームに関して、工事費用の一部分を補助する制度があることによって、市

民の住宅改修意欲を喚起し、それは一部業者の仕事起こしにとどまらず、市内の経済

の活性化にとつながっていくと、他の自治体の事例も示しながら、制度の創設につい

ての考えを聞きました。そこで、１年が過ぎた時点でお聞きします。現在の、調査状

況はどのように進んでいますか、及び、現在の検討の到達点については、どのようで

しょうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

 

１回目の市長答弁 



 住宅リフォーム助成制度についての御質問にお答えいたします。 

 現在の調査状況等についてでありますが、本年９月現在、山梨県内 15 市町村におい

て、地域経済対策、定住促進対策等、異なる行政目的を達成するための施策として独

自の住宅リフォーム助成制度を実施しております。 

 しかしながら、これら助成制度における経済波及効果は一定程度認められるものの、

外部評価委員会等で「公共性が低いことを理由に廃止すべき」とされた市もあり、ま

た、既に事業の一部を廃止している市もあります。 

 このような調査状況を踏まえ、本市の財政状況や経済波及効果、事業内容等を慎重

に考慮した結果、本市といたしましては、現在実施している木造住宅耐震化対策等、

市民の住環境の向上を目的とした助成制度を継続して参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 山梨県内で、15 市町村が独自の住宅リフォーム助成制度を実施していて、これらの

助成制度による経済波及効果も一定程度認められる、と調査して明らかにしたものの、

１市の外部評価委員会の評価、および事業の一部を廃止している市があることにより、

現在ある制度の中で市民の住環境の向上を進めるとの答弁でした。しかし、「公共性が

低いから廃止すべき」とした判断が必ずしも正しいとは限りません。またこの助成制

度については期限を切って実施し、経済効果などを見ながら再び助成に踏み切ったと

ころもあります。国は 2014 年に「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を創設しまし

た。住宅のリフォームについては全国で多くの自治体が支援を行っており、その内容

は高齢者や障害者対応のバリアフリー化、エコリフォームやエコ設備設置の省エネル

ギー化、浄化槽設置やゴミ処理機設置、緑化促進といった環境対策、積雪対策やアス

ベスト対策、火災報知機設置などの防災対策、など多岐にわたっています。市民の意

識は支援があれば、住環境整備を行いたいという意欲が強いことは、景観形成の助成

への応募が多く、すでに年度半ばで締め切らざるを得ないことを見ても明らかです。

一方で木造住宅耐震化助成ですが、一般質問等で明らかにしたように、年に２件程度

の改修にとどまり、市民の住環境の向上をすすめるには不十分です。財政状況とされ

ましたが、この制度実施に当たっての国の補助などは研究されたのでしょうか。「経済

波及効果が一定程度みられる」と他市の状況の調査では答弁されましたが、本市にお



いては経済波及効果についてはどのように考えられたのでしょうか。市民の住宅環境

の整備についてどのように考えていますか。以上答弁を求めて、２回目の質問を終わ

ります。 

 

２回目の市長答弁 

 秋山議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 本市といたしましては、国の補助制度を十分研究し、経済波及効果についても検討

した結果、経済効果に特化した新たな制度の創設は行わず、先ほど答弁申し上げまし

たとおり、現在実施している助成制度を活用し、市民の住環境整備を行って参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

３回目の質問 

 ３回目の質問を行います。 

 住宅リフォーム助成制度を実施している富士河口湖町は、昨年度 247 万円の補助金

で工事費額は 8,511 万円、経済効果は 34 倍です。このことからも大きな経済波及効果

があることがわかります。だからこそ、業者のみなさんが多くの市民の賛同も得て、

市に要請したのです。しかも、住宅リフォーム助成制度は経済効果のみに特化した制

度ではありません。市民の住宅改修意欲を喚起し、優良な住宅を長期に維持すること

にもなります。国が示している「長期優良住宅化リフォーム推進事業」、あるいは多く

の自治体が支援を行っている事業など、多岐にわたる住宅改修の支援事業があると紹

介しました。こうした全国の動きに対して、市としては現行の助成制度だけで十分な

のかどうか、引き続き検討していくべきだと考えますがいかがでしようか。 

以上で３回目の質問を終わります。 

 

３回目の市長答弁 

 秋山議員の３回目の御質問にお答えいたします。 

 住宅リフォーム助成制度についてでありますが、現在、本市におきましては、高齢

者の方々や障害をお持ちの方々への生活支援を目的とした助成制度をはじめ、定住促

進や空き家の活用を目的とした助成制度、木造住宅の耐震性の向上を目的とした助成

制度、さらには、世界文化遺産の価値向上対策としての景観形成に対する助成制度や



御師住宅の改修に対する助成制度など多種多様な施策を実施しております。 

 したがいまして、今後におきましても、これらの助成制度を活用し、市民の住環境

向上に努めて参ります。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

「軽度認知障害」は放置すれば、５年以内に半数が認知症に移行するといわれていま

す。認知症の早期の発見・診断、初期の相談と家族への支援、医療・保健・福祉の連

携体制の強化によって、最後まで切れ目なく治療と支援を行い、本人とご家族がその

人らしく、地域で暮らし続けられるために、さらに充実した施策を求めて、質問を終

わります。 

 


